
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★ 

メールマガジン「ユニバーサルひょうご通信」第 14４号     

発行：兵庫県ユニバーサル推進課   令和４年８月３日 

★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★ 

□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ 

【今月のピックアップ！】 

① ひょうごユニバーサル社会づくり賞受賞者が決定しました 

 

② 「みんなの声かけ運動応援協定」を９企業と締結しました 

 

【手話カフェ】 

③ 自分で決める力 

 

【イベント・募集】 

④ ひょうごユニバーサルツーリズムおもてなし研修のご案内 

 

⑤ 「心の輪を広げる体験作文」と「障害者週間のポスター」の募集 

（募集期間：９／２まで） 

 

⑥ 障害者アート出前講座の参加者募集 

 

【お知らせ】 

⑦ 兵庫県障害者アートギャラリー２ND ANNIVERSARY特別

展「大きな作品展」の開催(８月７日（日）まで) 

 

⑧ 「兵庫県障害者アートギャラリー」９月の催し 

 

□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

① ひょうごユニバーサル社会づくり賞受賞者が決定しました 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

県は、年齢、性別、障害の有無、文化等の違いに関わりなく、全て

の人が地域社会の一員として尊重され、互いに支え合い、一人ひ



とりが持てる力を発揮して活動することができる「ユニバーサル

社会」を、皆さまと一緒に実現することを目指しています。 

 

そして毎年、ユニバーサル社会づくりに向けた個人・団体・企業の

率先した活動を「ひょうごユニバーサル社会づくり賞」として、顕

彰しています。 

 

令和４年度は、７月２６日（火曜日）に、兵庫県公館にて「令和４年

度ひょうごユニバーサル社会づくり賞贈呈式」を開催し、長引く感

染下においても様々な分野で、ユニバーサル社会の実現に向けた

活動をされている受賞者の皆さまに感謝の意を伝え、表彰状と副

賞を贈らせていただきました。 

 

■知事賞 

【個人】名木田絢子さん 

「生きづらさを感じている発達障害等の親子に対するサポート」 

【団体】メイクユースマイル神戸M.Y.S.Kobe 

「「ユニバーサルファッションショー」はじめ様々なユニバーサルな

催し物の開催」 

 

■他の受賞者や活動内容は、こちら県ホームページをご覧下さい。 

https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf10/universal/shakai

dukuri.html 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

② 「みんなの声かけ運動応援協定」を９企業と締結しました 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

県は、まちなかで困っている人に声をかけて助け合う「みんなの声 

かけ運動」を推進しています。 

この運動を発展させるため､毎年、県と団体・学校・企業等が連携し､ 

地域における運動の普及を推進する「みんなの声かけ運動応援協定」 

を締結しています。 

今年度は 7月 2６日（火曜日）、兵庫県公館にて締結式を行いまし 

https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf10/universal/shakaidukuri.html
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf10/universal/shakaidukuri.html


た。（※ひょうごユニバーサル社会づくり賞贈呈式と同時開催） 

令和４年度は、属性、世代を問わず、誰もが訪れることのできる、 

遊園地や動物園などのアミューズメント施設等と協定を結び、誰 

でも参加、体験できる取組を推進いただきます。 

 

■応援協定締結企業（計９社）※敬称略 

株式会社日本商事東条湖おもちゃ王国 

株式会社ネスタリゾート神戸 

南淡路農業公園株式会社 淡路ファームパークイングランドの丘  

株式会社ONOKORO 淡路ワールドパークONOKORO 

株式会社どうぶつ王国  

神戸市立王子動物園 

株式会社ジャパンパーク＆リゾート姫路セントラルパーク 

株式会社ビスタホテル＆リゾート神戸市立須磨海浜水族園 

特定非営利活動法人しゃらく 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

③【手話カフェ】  自分で決める力 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

令和４年５月２５日に「障害者による情報の取得及び利用並びに

意思疎通に係る施策の推進に関する法律」（障害者情報アクセシビ

リティ・コミュニケーション施策推進法）が公布・施行されました。 

 法律の概要は内閣府の HP（下記URL）をご覧ください。 

https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/jouhousy

utoku.html 

 

 この法律の目的に「すべての障害者が、あらゆる分野の活動に参

加するためには、情報の十分な取得利用、円滑な意思疎通が極めて

重要」と書かれています。 

 たくさん情報があってもそれが届かなければ利用できませんし、

届いた場合も、その内容を理解し、自分にとってどうなのか判断で

きる背景知識が必要です。 

 

日本では、障害がある方の情報取得や会話（意思疎通）は近くに

いる障害のない人を通して行われることが多く、「自分で決める」機

会が乏しい方が少なくありません。 

https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/jouhousyutoku.html
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/jouhousyutoku.html


聴覚障害の場合、音声による情報は手に入れにくく、得られる情

報量が少なくなります。また、音声中心の教育の中で十分な知識が

身につけられなかった場合には、情報を自分で判断し、利用するこ

とが困難になります。決めるときに相談したくても、コミュニケーシ

ョンが自由にできないという課題もあります。 

たとえば、旅行の行き先を決めるような時でさえ、みんなの発言

（情報）が聞こえにくく、話の流れがわからないままいつの間にか決

まって、その結果だけ知らされ、そこに行く理由や目的を聞く、自分

の希望を伝える（意思疎通）などの機会が奪われてしまうというこ

とが起こります。 

 

障害のある人が自分で情報を利用するために、情報が「十分」届

くことと多くの人との意思疎通が「円滑に」行えることはとても重

要です。さらに、情報を自分のものとして活用できる力、自分で決

める力を身につけられる社会であることが必要です。 

障害のある方が情報を取得利用し、自由にコミュニケーションで

きる社会はすべての人にとっても暮らしやすい社会であることを

認識し、「障害のある方のために」が「すべての人のために」につな

がるようにこの法律の目的に沿った施策が進んでいくことを期待

しています。 

兵庫県設置手話通訳者 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

④ ひょうごユニバーサルツーリズムおもてなし研修のご案内 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

県では、年齢や障害の有無等に関わらず、様々な方が気兼ねなく

旅行できるユニバーサルツーリズムを推進しています。 

このたび、観光地域全体で高齢者・障害者等へのサービス対応力

を向上させるため、宿泊事業者・飲食事業者・交通事業者等を対

象とした研修が開催されます。ぜひご参加ください。 

 

◇参加費：無料（事前申込制） 

◇日時・場所： 

①神戸 

8月 18日(木)13:00～16:10 



三宮研修センター 

(神戸市中央区八幡通 4-2-12 カサベラ FRⅡビル) 

②丹波篠山 

8月 23日(火)13:00～16:10 

丹波篠山商工会館３階会議室(丹波篠山市二階町 58-2) 

③姫路 

8月 29日(月)13:00～16:10 

めくめくギャラリー 

(姫路市呉服町 48 大手前通りハトヤ第一ビル 4階) 

④宝塚 

8月 31日(水)13:00～16:10 

宝塚市立中央公民館(宝塚市末広町 3-53) 

⑤但馬 

9月 22日(木)9:30～16:50 

芸術文化観光専門職大学本館棟 1-A101教室 

(豊岡市山王町 7-52) 

 ※但馬については、初級編・中級編を同日開催 

◇申込期限：各開催日の１週間前 

 

■お問い合わせ 

兵庫県産業労働部観光局観光振興課 

TEL：078（362）3375 FAX：078（362）4275 

Mail：kankoushinkou@pref.hyogo.lg.jp 

 

■詳細及びお申込みはこちらから 

https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr16/ut04.html 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

⑤ 「心の輪を広げる体験作文」と「障害者週間のポスター」の募集 

（募集期間：９／２まで） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

mailto:kankoushinkou@pref.hyogo.lg.jp
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 障害のある人への県民の理解を促進するため、「心の輪を広げる

体験作文」及び「障害者週間のポスター」を広く募集しています。 

募集期間は９月２日までです。たくさんのご応募、お待ちしていま

す。 

 

■作文 

＜募集テーマ＞ 

「出会い、ふれあい、心の輪～障害のある人とない人との心のふ

れあい体験を広げよう～」 

＜応募資格＞ 

兵庫県内（神戸市を除く）に在住、または在学する小学生以上の人 

※ 小学生以上であれば、障害の有無にかかわらず、どなたでも

応募可能です 

 

■ポスター 

＜募集テーマ＞ 

「障害の有無にかかわらず誰もが能力を発揮して安全に安心して

生活できる社会の実現」 

＜応募資格＞ 

兵庫県内（神戸市を除く）に在住、または在学する小・中学生 

※ 小・中学生であれば、障害の有無にかかわらず、どなたでも応

募可能です 

 

https://web.pref.hyogo.lg.jp/press/20220617_10

501.html 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

⑥ 障害者アート出前講座の参加者募集 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

ひょうご障害者芸術文化活動支援センターでは、障害者芸術に

取り組んでいる団体又は取り組もうとしている団体を対象に、お

https://web.pref.hyogo.lg.jp/press/20220617_10501.html
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悩み相談や研修を希望する方のための出前講座を開催します。参

加ご希望の方は下記お問合せ先までご連絡ください。 

 

◇開催時期 令和４年９月中旬～12月ごろまで 

◇相 談 例 はじめてでも取り組みやすい技法を知りたい 

身体障害、重度知的障害がある方の創作支援の方法 

が知りたい 

         利用者さんたちへの声かけの方法が知りたい など  

◇講  師  特定非営利活動法人 100年福祉会片山工房  

理 事 長  新川 修平 氏 

◇締  切  令和４年８月 10日（水）  

◇申込方法 詳しい内容と申込用紙をお送りしますので、下記お

問合せ先までご連絡ください。 

 

■お問合せ 

ひょうご障害者芸術文化活動支援センター 

（兵庫県ユニバーサル推進課内） 

TEL 078-362-４０９０ FAX 078-362-9040 

Mail universal@pref.hyogo.lg.jp 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

⑦ 兵庫県障害者アートギャラリー２ND ANNIVERSARY 特別

展「大きな作品展」の開催(８月７日（日）まで) 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

障害者の芸術作品を常設で展示する「兵庫県障害者アートギャ

ラリー」では、開設２周年を記念し、８月３日（水）～７日（日）まで、

兵庫県立美術館王子分館原田の森ギャラリー本館１階展示室にお

いて、２ND ANNIVERSARY特別展「大きな作品展」を開催中

です。 

大きくてダイナミックな作品や大きいけれど繊細な作品、また

作品の素材にもぜひ注目してみてください。ご来場お待ちしてお

ります。 



   

https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf10/hw20_000000

009.html 

 

■と き 令和４年８月３日（水）～８月７日（日） 

※最終日は 12時閉場 

■ところ 兵庫県立美術館王子分館  

原田の森ギャラリー本館１階展示室 

■お問合せ 

ひょうご障害者芸術文化活動支援センター 

（兵庫県ユニバーサル推進課内） 

TEL 078-362-４０９０ FAX 078-362-9040 

Mail universal@pref.hyogo.lg.jp 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

⑧ 「兵庫県障害者アートギャラリー」９月の催し 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

神戸市灘区の県立美術館王子分館「原田の森ギャラリー」内に

ある「兵庫県障害者アートギャラリー」では、９月３０日（金）まで

「ライフスペース・プロペラ作品展」を開催しています。 

創作活動では、想いのまま表現するということを、とても大切

にしているそうです。「好き」や「おもしろい」があふれる作品の

数々をどうぞご鑑賞ください。 

 

■「ライフスペース・プロペラ作品展」  

と  き ７月１日（金）～９月３０日（金） 10時～18時まで 

※最終日は午後 12時閉場 

ところ 兵庫県立美術館王子分館 原田の森ギャラリー本館１階 

（神戸市灘区原田通 3-8-30） 

 

https://hyogo-arts.or.jp/harada/exhibition/#2438 

 



■お問合せ 

ひょうご障害者芸術文化活動支援センター 

（兵庫県ユニバーサル推進課内） 

TEL 078-362-４０９０ FAX 078-362-9040 

Mail universal@pref.hyogo.lg.jp 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【編集・発行】 

イベント情報や、メルマガの配信希望・中止等のご連絡は以下まで 

 

兵庫県福祉部ユニバーサル推進課 

〒650-8567 神戸市中央区下山手通 5丁目 10番 1号 

TEL：078(362)4379 FAX：078(362)9040 

Mail:universal@pref.hyogo.lg.jp 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 


